
概 要
業界の調査では、ビッグデータとデータサイエンスにおけるテクノロジー投資は戦略として位置
付けられています。 ビッグデータ分析から具体的なメリットを得ようと取り組んでいる一部の組
織は、リアルタイムの関連性を幅広いデータソースを使用して得ることの難しさに気づき始めて
います。 ソフトウェア・スタックに、より最適化されたアプリケーションと分析フレームワークの組
み合わせを実装し、インテルのビッグデータ向けに調整された新しいコンポーネントをサーバー
の基盤として配置することで、組織は分析作業において、これまでとは全く異なる結果を得ること
が可能になります。 ユーザーは、より高いレベルでのソリューション精度、ユーティリティー、スピー
ド、イノベーションを実現し、安定性やセキュリティー、収益性を向上させることができます。

公共と民間の両方におけるほぼすべての分野で、分析は、IT 意思決定者や経営幹部が重要なビ
ジネスインサイトをより迅速に収集するために必要なインテリジェンスを提供できます。 こうした
インテリジェンスを元にした意思決定は、天と地ほど相反するレベルの差を生み出す可能性があ
ります。 データが取り込まれ、処理される速度は、データソースの数と高速処理されるデータの量
に比例して、その重要性を増していきます。 しかし、従来の分析プラットフォームの多くは、種類の
異なるデータソースからインターネットの速度で情報を取り込み、分析する能力を備えていません。
インテル® アーキテクチャーに最適化されたリアルタイム分析であれば、ユーザーは、種類の異な
るデータセットをほぼ瞬時に受け入れ、よりインテリジェントで実用的な結果を 迅速に導き出す
ことが可能になります。
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図 1. インテル® テクノロジーが主導する次世代の分析は、 複数のデータセットを統合し、 ミッ
ション・クリティカルなビジネス上のメリットをほぼリアルタイムで実現するために必要な処理パ
フォーマンスを備えています。 

高度な分析でリアルタイムの 
ビジネス価値を創出

インテル® アーキテクチャーに最適化されたリアルタイムの分析で、 
これまで以上に正確でコンテキストに深く関連したビッグデータの結果を導き出す

このソリューション概要では、 革新的なテ
クノロジーへの投資によって、さまざまなビ
ジネス課題を解決する方法について説明
します。 

組織内での役職に合わせて、次の内容を確
認できます。

• ビジネス戦略： 
次世代の分析ソリューションによって、ど
のようにビジネス成果を達成できるかを  
理解できます。

• テクノロジーの決定： 
次世代の分析ソリューションがどのよう
に機能して IT およびビジネスの価値を
実現するかを理解できます。

インテル® アーキテクチャーに最適化した
リアルタイム分析

人とモノ

精度の向上

パーソナライズの向上

提供の迅速化

イノベーションの促進

非標準化
データ
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• 2020 年までに、ビジネス・インテリジェンスと分析への新たな投資の
40% は予測分析と処方的分析に当てられますが、こうした分析は取
り込みと処理効率に大きく依存することになります。4 組織ではビッグ
データへの取り組みを強化する必要性をますます感じるようになり、
それらの負荷を担えるようにシステムも合わせて購入する必要があ
ります。

• 組織横断型の分析は、 社会的不平等を緩和し、 新たな機会を創出す
る上で重要な役割を果たすことができます。 例えば、 Whitehouse.
gov と米国消費者金融保護局によれば、低所得地域の消費者の 30%
が「信用履歴なし」、15% が「評価不可」です。5  これは、どちらの層も、
関連する信用履歴を計算することができないことを示しています。 こ
の結果、特定の人口層では金融成長の恩恵を受けることができません。
しかし、 公的な記録や携帯電話の使用など、 全く異なるデータベース
と接続することにより、ビッグデータ分析を向上させ、十分なサービス
を受けていないこうした層に対しても信用支援の扉を開くことが可能
になります。

• Blue Cross Blue Shield では、 米国内の不正行為による被害額は、
年間でおよそ 680 億ドルに上ると指摘しています。6 保険会社は、FBI、
保健福祉省の監督官、州や地方の警察と連係しています。 このような
巨大な詐欺市場に取り組むため、これらの関係機関では、得られるす
べてのデータベース間の分析支援を必要としています。

• ゲノミクス（DNA 塩基配列決定と分析）は、 ビッグデータ分析で最も
成長が著しくニーズも高い分野の 1 つです。 この分野のデータは
2020 年までに 100 万倍に増加するという予測や、1 日のデータ蓄積
率が 7 カ月ごとに倍増するという予測があります。7, 8, 9 このデータをす
べて活用すれば、製薬会社は患者固有の DNA に最適に反応するよう
にカスタマイズされた医薬品を作るなど、医療分野において驚異的な
進歩を達成することができます。 このような精度を確保するために必
要な分析の量は想像をはるかに上回りますが、データを取り込んで処
理する高度にスケーラブルな分析システムがあれば、 生命情報科学
の科学者が、この種の画期的な研究を行えるようになります。

いずれの場合も、問題は未加工データを入力してインサイトを出力する
処理にかかっています。 この分析方程式の両辺にいかに優れたツール
を構築するか、 それが組織がより良い結果をより迅速に得るための課
題となります。

ビジネス課題： 
大量の未加工データと不十分なインサイト
IDC では、2020 年までに世界中の人が毎秒 1.7 MB のデータを生成す
るようになると推定しています。1 これは平均的なハードディスク・ドライ
ブならば、10 日も経たないうちにいっぱいになってしまう量です。2 行政
府が市民の生活向上のためにビッグデータを使った政策の決定を試み
たり、 保険会社が無駄や不正を最小限に抑えようと試みたりと、 さまざ
まな活動がありますが、いずれの場合も、必要に応じて収集し分析シス
テムに送るデータの量は驚異的なペースで増加します。 その上、組織は
こうした膨大なデータセットを、場合によっては複数のソースから最短
時間で取り込まなければなりません。

例えば、 米国に 16 ある諜報機関や海外にある同様の機関を思い浮か
べてください。 これらの機関は、別々に機能しながら、数百万人分のデー
タを共有する必要があります。 そのコラボレーションが行われるスピー
ドによっては、世界に劇的な影響を与える可能性があります。 医療関連
企業も米国内だけで 80 万社近くあります。 そのすべてで、シームレスか
つ安全にデータを共有して、より迅速かつ正確な診断が可能になり、診
療先が変わっても新しいフォームに情報を記入する手間が不要になる
状況を想像してみてください。3 あるいは、公益事業者が、個人のアクティ
ビティー ・トラッカーや気象サービス、ホームモニター、その他の組織や
サービスを利用してデータセットを結び付け、家庭の電力消費と炭素排
出量を削減する最もスマートなモデルを考案できるとしたらどうでしょう。

今日、ほとんどの大規模組織では大量データの取り込みに課題を抱え、
流入し続ける新しいデータに対応できるだけの処理能力を持ったプラッ
トフォームを探しています。 さらに、大量データの取り込みを克服したと
しても、迅速に有用な結論を出せるように複数のデータセットを組み合
わせ、同時にプライバシーの規制にも対応しなければならないという課
題が残ります。 こうした中、新たなソリューションが生まれてきています。
次のような業界におけるさまざまな事実が、 これらのソリューションの
必要性を示しています。

ソリューションのメリット
• ビッグデータ取り込みの高速化：タスクに最適化されたハー

ドウェアと高性能な分析ソフトウェアにより、 結果を得るまで
の時間が短縮されます。 

• 取り込み処理能力と容量の増大：より多様なデータセットを
組み込むことで、より詳細な分析が得られます。

• 分析プラットフォームの高性能化：データの結果が特定のユー
ザーニーズをより効果的に満たすことができるように、 さらに
個別化された細かい結果を生み出します。

• 数十億ドル規模の削減の可能性：次世代の分析による詳細な
評価とパフォーマンスの向上は、 年間損失額を大幅に抑制す
るうえで役立ち、それを個人へと還元できます。
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分 析

分析アプリケーションを悩ます
データ取り込み時のボトルネック

図 2. 処理能力と容量の制限により、従来の分析ソリューションでは、大量
の貴重なソースデータが無視されたり、結果の提供が遅すぎて実用的で
ない場合がありました。
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より膨大なデータ、より強力なアプリケーション
分析のためのアプリケーションはすでに私たちの生活に浸透しています。
ネット通販業者のお勧めシステムから、音声認識、宅配便の配送ルート
まで、ビッグデータ駆動型の分析はすでに私たちの日常生活のほぼあら
ゆる場面に関係しています。 しかし、分析プラットフォームの進歩により、
以下のユースケースが示すような、さらに画期的な機能やモデルが登場
しつつあります。

より広範なソースとサイバー ・インテリジェンス
サイバー ・インテリジェンスは、リスク評価と、ターゲット内部と外部の
脆弱性と脅威の特定に重点を置いています。 従来のソリューションには、
ルールベースで決定論的な傾向がありました。 つまり、ある事象が発生
すると、 次に決まった行動が引き起こされるという考え方です。 これは
非常に受け身的で、主として組織内のソースから集められた事象データ
に基づいたアプローチです。

これとは対照的に、次世代の分析では、はるかに広範な情報の入力セッ
トを用いることができます。 サイバー ・インテリジェンスは、 ソーシャル
メディアのアカウント、財務履歴、雇用記録、その他、個人のリスクを特
定するあらゆる種類のデータから引き出すことができるようになるはず
です。 これには間違いなく、巨大なデータの取り込みと処理が伴いますが、
適切なフレームワークやアルゴリズムと組み合わせることで、既存のシ
ステムが提供するよりもさらに早い段階で有用なリスク信号を提供する、
予測インテリジェンスの実現も可能になります。

医療分野における不正行為の減少
ある患者が手首を骨折して病院へ行くことを想像してください。 医師が
鎮痛剤を処方し、 患者は薬局 A で薬を入手します。 この患者は、 薬局 B
で処方薬を調合してもらうこともできます。 米国では複数の保険契約を
結んでいる患者は、 1 つの処方箋で異なる保険会社 2 社に対して費用
請求することができるためです。 あるいは、別の症状で別の医者にかか
る場合、 先に処方された鎮痛剤と飲み合わせの悪い薬を処方されるか
もしれません。 このような不正や無駄、 悲劇を生む可能性はすべて、 安
全な分析プラットフォームを使用すれば回避できます。 サイロ化された
データセットを組み合わせて、違反や無駄が起きようとした場合に常に
リアルタイムでアラートを送信したりトランザクションをブロックでき
ます。

トラステッド・アナリティクス・プラットフォーム（TAP）は、分析アプリケー
ションを構築するためのソフトウェア・ツールキットです。 未加工データ
の分析、モデリング、アルゴリズム処理のソフトウェア・フレームワーク
を確立します。 最近、 あるソリューション ・ インテグレーター（SI）が、
インテルとオープンソースの TAP ソフトウェア・コミュニティーと提携
して、インテル® テクノロジーを基盤としたハードウェアの機能を最大限
に活用できるように、 TAP ソフトウェア・ツールを使用してアプリケー
ションを最適化する方法についてトレーニングを受けました。 この SI は、
臨床試験データセット専用に設計されたアルゴリズムに関する知的財
産を作成し、 これを TAP ソフトウェア・フレームワークに組み込み、 最
終的には、 復員軍人援護局、 米国疾病予防管理センター（CDC）、 米国
陸軍、 米国国立衛生研究所などの政府組織に向けて、 不正行為を減ら
す概念実証デモを成功させました。 この SI は現在、複数の収益モデルを
使って分析作業からインサイトを得るようになっています。

ソリューションの価値： 
より詳細なインサイト、より迅速な結果
次世代のビッグデータ分析ソリューションを導入する企業が期待でき
るメリットは、 次の主要カテゴリーに分類されます。

• 精度の向上：例えば、 よりカスタマイズされ精度を高めた薬や、 金融
市場における不正の防止などが挙げられます。 精度とは、データが許
容範囲のパラメーターに確実に収まるようにし、収まらない場合にフ
ラグを立てることを意味します。 組織にとって潜在的なメリットはたく
さんありますが、重要なのは、個人にとっても移動時間の短縮や治療
費の削減などのメリットがある点です。

• パーソナライゼーションの向上：より多くのソースからより多くのデー
タを取り込む能力によって、より大きなコンテキストが実現されます。
高度な相関を示すものの、種類の異なるデータセット間にまたがって
存在している極めて関連性の高いデータのコンテキストを提供する
ことで、より正確な人物像を描き、システムがはるかに正確で有意義
な推奨を行うことができるようになります。 これは公共と民間、いずれ
の分野でも変わることのない価値をもたらします。

• 提供の迅速化：アプリケーションに最適化された統合プラットフォー
ムを使用して、より大規模なマルチソースの分析負荷を処理すること
で、リアルタイムのパフォーマンスに近づき、価値の創出までの時間を
短縮できます。

• イノベーションの促進：組織のイノベーションが進むと、顧客満足度、
収益性、公衆衛生、リソースの保全など、組織における目標達成を追
求しながら、 既存の業務が改善されたり、 新たな業務を生み出すこと
ができます。 より大規模で多様なデータセットをより迅速に処理する
ことで、企業や機関はインテリジェンスの提供を革新し、さらに高い成
果を目指すことができます。

• 先見性のあるインサイト：組織がより多くのデータを収集し、 AI やマ
シンラーニングなどの手法を使用して、データを迅速に分析する能力
を強化するようになると、リアルタイムのインサイトに基づいて、次に
起きる出来事を予測し行動できるようになります。 競争の激しい小売
環境や 1 分 1 秒を争う臨床の現場では、問題を先取りして、予想され
る事態に備えるこうした能力が極めて重要になります。
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• 拡張性とスピード：インテル® Xeon® プロセッサーには、 ビッグデー
タに共通するいくつものワークロードに対応した、 パフォーマンスを
重視するさまざまな拡張機能が組み込まれています。 これには、 シリ
コンレベルのアクセラレーターと、インメモリー ・コンピューティング
などの演算処理のアーキテクチャー ・パスが含まれます。 適切なサイ
ズのインテル® テクノロジー搭載ストレージとネットワーキング・リソー
スを組み合わせることで、インテル® アーキテクチャー搭載の分析サー
バーは、増加し続けるデータ需要に合わせて柔軟に拡張できます。

• セキュリティー：特にコンプライアンス重視の規制がある業界では、
データをプライベートかつ安全に保つことが最重要です。 インテル® 
クラウド・インテグリティー ・テクノロジー、 ワンタッチ・アクティベー
ション採用のインテル® トラステッド ・ エグゼキューション ・ テクノ
ロジー、 インテル® プラットフォーム・トラスト・テクノロジーなどの
インテル® プロセッサー ・テクノロジーは、データ侵害を防ぎ、情報が
サーバーから離れた後でも保護するうえで役立ちます。 

• データ取り込みの最適化：幅広い種類のデータソースからデータを
並列で取り込むことにより、 高速なデータ集約を実現し、 意思決定に
至るまでの時間を短縮できます。 ソリューション・アーキテクチャー ・
レイヤーは、インテルを基盤としたハードウェア向けに最適化され、効
率とトータルな価値を最大化します。 

• より迅速なソリューション開発：インテルのコード・ライブラリーと
インテルの数多くのサードパーティーのソフトウェア・コラボレーション
によるソリューションを使用することで、より堅牢な分析ソリューション
を完成させるまでの道のりを短縮できます。 インテルおよびその提携
先は、 ソリューションを市場に投入する前にソリューションの検証を
支援することも可能です。

まとめ
世界中のほぼすべての組織や個人は、 進化した分析によるイノベー
ションからメリットを得ることになります。 ビッグデータは、犯罪の阻止、
生活の向上、 経済の変革を可能にします。 こうした恩恵の規模は、 ソ
リューションの規模によってのみ決まります。 このため、スマートな組織
では、 データをより迅速に、 より幅広いソースから取り込むうえで役立
つテクノロジーを採用する必要があります。 分析サーバーの中核となる
インテルの高性能コンポーネントと、 ソリューション・スタック全体で
インテルのテクノロジー向けに最適化されたツールを使用することで、
次世代の分析とイノベーションの促進を実現することができます。

ソリューション・アーキテクチャー： 
上位と下位の 最適化
基本的に、ビッグデータの取り込みは、4 つのレベルのソリューション・
スタックを通過します（図 3 参照）。 最上位のアプリケーションは、 デー
タセットが入るフロントエンドとして機能します。 その下の分析ソフト
ウェアは、すべてのデータを高速処理するという困難な作業を担います。
次に、データ・プラットフォーム（オペレーティング・システム、仮想化プ
ラットフォームなど）が、ソリューションのソフトウェア基盤を提供します。
最後に、 高いデータ・スループットと分析ワークロードのニーズに特化
したハードウェア・プラットフォームが、すべてのソフトウェアを動作させ、
運用を高速化する物理的手段を提供します。 すべての分析ソリューション
はこの 4 階層の処理を行う必要があり、このスタックが一般的な分析タ
スクに対してどの程度最適化されているか、 また問題の特定のワーク
ロードに応じて、拡張性、効率性、総コスト値などの要素が決まります。

現在、分析パフォーマンスを向上させるイノベーションの大半は、このス
タックの最上位と最下位を対象にしています。 プロセッサー能力、 メモ
リー ・アーキテクチャー、ネットワーク帯域幅の進歩はすべて、分析スルー
プットを加速し続けています。 アプリケーション・レベルで、 12 個以上
のソフトウェア・ツールをまとめて 1 つの分析ソリューションを組み立
てるための、効果的な方法を発見することを目標の 1 つとして設定する
必要があります。 この問題について、インテルは TAP の開発の先頭に立っ
て真正面から取り組み、2015 年 8 月のオープンソース・ソフトウェア公
開へとつながりました。 ソフトウェアをオープンにしてハードウェアに依
存しないよう業界全体の互換性を保持しながら、 インテルは TAP の取
り組みの重要な貢献者として、 インテル® テクノロジー搭載ハードウェ
アのリソースを最大限に有効活用するために、ツールキットの最適化に
引き続き取り組んでいます。

スタックの基盤では、信頼性と拡張性に優れた高性能インフラストラク
チャーが膨大な量のデータを処理できます。 インテルのテストに基づい
て、以下に示す設計要素を使って構築されたリファレンス・サーバー ・プ
ラットフォームは、 数秒でテラバイト単位のデータを取り込むことがで
きます。 

インフラストラクチャーの仕様はアプリケーションとワークロードから
導かれる必要があり、 これらの設計原則には、 機能的なビルディング・
ブロックの共通セットが組み込まれます。

ソリューション

トラステッド・アナリティクス・
プラットフォーム（TAP）

インテル® スケーラブル・システム・
フレームワーク

アカデミック、開発者アウトリーチ

Apache Spark* Caffe Theano Torch TensorFlow* Microsoft* CNTK

インテル® マス・カーネル・ライブラリー インテル® データ・アナリティクス・
アクセラレーション・ライブラリー

インテル® Xeon Phi™
プロセッサー

インテル® Xeon® 
プロセッサー

インテル® FPGA インテル® 3D XPoint™
 テクノロジー

インテル® Omni-Path
アーキテクチャー

図 3. インテル® テクノロジーは、次世代の分析プラットフォームのハードウェア基盤を形成すると同時に、 分析ソフトウェア・ツールの進歩を支援
します。 
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自分たちの組織に合った適切なソリューションを見つけましょう。 詳細
については、 インテルの担当者にお問い合わせいただくか、 http://
www.intel.co.jp/analytics/ をご覧ください。

インテル® テクノロジーでビッグデータから  
より良い結果を引き出す
インテル® Xeon® プロセッサーを搭載したプラットフォームは、
データ分析ソリューションの主要な選択肢ですが、顧客によって
は、 タスクに最適化されたハードウェア・コンポーネントで分析
サーバーを構成することにより、特定の取り込みや処理をさらに
高速化することができます。

• イ ン テル® Xeon® ス ケ ー ラ ブ ル ・ プ ロ セ ッ サ ー ： 最 新 の
インテル® Xeon® プロセッサーを搭載したプラットフォームは、
インテルによる高度な分析ワークロードをサポートする、エン
タープライズ対応の比類のないプラットフォームの提供という
取り組みを反映しています。 これらは、インメモリー ・コンピュー
ティングから、Hadoop* のような高度に分散されたワークロー
ド、またはストリーミング分析などの両モデルの合成まで多岐
にわたります。インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーは、
コア、 メモリー帯域幅、 I/O を大幅に増加させることで、 さまざ
まなデータベースやアプリケーションでパフォーマンスの向上
とより高速な結果を実現できます。

• インテル® Optane™ Solid-State Drive：先進的なインテル® 
3D XPoint™ テクノロジー上に構築されたインテル® Optane™ 
SSD は、従来のストレージデバイスの容量とパフォーマンスの
限界を克服するうえで役立ちます。 低いキュー深度の高 I/O、
サービス品質、 負荷時の低レイテンシーの組み合わせにより、
インテル® Optane™ ドライブは、 高速キャッシュまたはスト
レージ使用のボトルネックを解消できます。 これにより、 サー
バー ・スケーリングが向上し、 トランザクションのコストが削
減されます。

• 高速な統合インテル® イーサネット（最大 4x10GbE）：次世代
の分析は、 データサイロの問題を克服できますが、 ネットワー
ク帯域幅が不十分な場合、 分析サーバーが孤立してしまうこ
ともあります。 高速な統合インテル® イーサネットは、ピークレ
ベルで動作するネットワーク・ノード間のデータフローを維持
します。 これは、システム総コストの削減、消費電力の削減、大
規模ストレージブロックと仮想マシン移行の転送レイテンシー
の改善に役立ちます。

• インテル® Omni-Path アーキテクチャー：インテル® Omni-
Path アーキテクチャー（インテル® OPA） は、 将来のハイパ
フォーマンス・コンピューティング（HPC）による分析ワークロー
ドのパフォーマンスと、 現在のファブリックと競合する価格帯
の数万台（最終的にはそれ以上）のノードへと拡張する能力を
提供します。

詳細情報
次の資料も参照してください。

• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー ・ファミリー

• TEDx：ビッグデータが求めるビッグチェンジのビッグビジョン 

• ホワイトペーパー：データの洪水を制御する

• ホワイトペーパー：企業のリアルタイム・ストリーミング分析

• ソリューション概要：分析やリスク管理のワークロードの 
パフォーマンスを大幅に向上

http://www.intel.co.jp/analytics/
http://www.intel.co.jp/analytics/
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/xeon/scalable/xeon-scalable-platform.html
http://www.youtube.com/watch?v=UXef6yfJZAI
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/analytics/tame-the-data-deluge-paper.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/analytics/streaming-analytics-brief.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/sas-analytics-for-transformative-results-solution-brief.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/big-data/sas-analytics-for-transformative-results-solution-brief.html
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